
第68回岡山県美術展覧会

第4部　　書道　（漢字）　部門　入賞・入選者一覧

作品番号 賞名 出品者名 市町村名 展示区分

０158 山陽新聞社大賞 奥田 雄山 瀬戸内市 Ⅰ・Ⅱ期

５４３５ 山陽新聞社賞 板野 珠蓉 瀬戸内市 Ⅰ・Ⅱ期

５５５７ 岡山県知事賞 臼井 雄翔 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５１１６ 岡山市長賞 若松 奈美 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５３７７ 県展特別賞 岩津 彩凜 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

５４５５ 県展特別賞 大平 房子 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

５９１７ 県展特別賞 岡崎 美祥 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５５６５ 桃花賞 入矢 展翠 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５４９２ 桃花賞 小竹 正高 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５４３３ 桃花賞 杉本 起雲 新見市 Ⅰ・Ⅱ期

５１８５ 桃花賞 藤井 芳琴 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５３５６ 地域奨励賞 森藤 遊山 奈義町 Ⅰ・Ⅱ期

５７５５ 県展賞 赤木 翠蘭 早島町 Ⅰ・Ⅱ期

５２４８ 県展賞 秋山 美象 津山市 Ⅰ・Ⅱ期

５００１ 県展賞 有本 泉神 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

５５２５ 県展賞 石原 雅舟 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５１９３ 県展賞 磯辺 窓華 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５８２８ 県展賞 伊藤 雅泉 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

５０１３ 県展賞 内田 玉涛 瀬戸内市 Ⅰ・Ⅱ期

５４０７ 県展賞 榎本 梅芳 玉野市 Ⅰ・Ⅱ期

５２２６ 県展賞 江原 幸堂 津山市 Ⅰ・Ⅱ期

５６８３ 県展賞 大内 香烟 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

５６７０ 県展賞 太田 毬子 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

５７７２ 県展賞 片桐 邑香 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５６９７ 県展賞 河本 青華 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５３８４ 県展賞 栗山 湖風 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５４９４ 県展賞 小竹 明峰 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５０７４ 県展賞 定岡 豊秋 新見市 Ⅰ・Ⅱ期

５３４８ 県展賞 澤田 爽風 早島町 Ⅰ・Ⅱ期

５０９４ 県展賞 髙谷 北峰 真庭市 Ⅰ・Ⅱ期

５７７６ 県展賞 竹本 香雲 備前市 Ⅰ・Ⅱ期

５４５７ 県展賞 寺尾 京華 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５３４３ 県展賞 中田 虚洞 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

５５１９ 県展賞 中山田 桂風 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

５３５７ 県展賞 西山 玉芳 玉野市 Ⅰ・Ⅱ期

５８７６ 県展賞 野﨑 錦玉 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

５０７５ 県展賞 萩原 玲香 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５８１０ 県展賞 長谷川 柳雪 里庄町 Ⅰ・Ⅱ期

５０３９ 県展賞 平松 啓吾 総社市 Ⅰ・Ⅱ期

５５８０ 県展賞 福田 嘉祥 津山市 Ⅰ・Ⅱ期
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５３５５ 県展賞 藤代 蓮月 井原市 Ⅰ・Ⅱ期

５８５５ 県展賞 藤田 彩峰 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

５５６２ 県展賞 藤原 爽 玉野市 Ⅰ・Ⅱ期

５３５２ 県展賞 三宅 幽風 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

５３４６ 県展賞 山砥 優遠 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

５８７７ 県展賞 若林 芳鶴 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

５１９６ 奨励賞 青木 智恵 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５４６０ 奨励賞 赤澤 東洞 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

５０３２ 奨励賞 秋山 鳴琴 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５３４４ 奨励賞 秋山 蓉華 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５３４９ 奨励賞 麻田 紫芳 新見市 Ⅰ・Ⅱ期

５１０９ 奨励賞 浅沼 蘭恵 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５３４２ 奨励賞 芦田 幸扇 奈義町 Ⅰ・Ⅱ期

５３５１ 奨励賞 井辺 錦舟 西粟倉村 Ⅰ・Ⅱ期

５２００ 奨励賞 大江 和枝 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５６１１ 奨励賞 岡本 光風 赤磐市 Ⅰ・Ⅱ期

５４６９ 奨励賞 乙倉 翠芳 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５２５６ 奨励賞 小野田 松濤 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５５８８ 奨励賞 片山 煌香 津山市 Ⅰ・Ⅱ期

５６７６ 奨励賞 萱谷 月泉 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

５２２５ 奨励賞 河田 秀香 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５４４７ 奨励賞 河原 望舟 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５１４１ 奨励賞 絹田 萌春 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５７７５ 奨励賞 絹輪 翠光 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５６２８ 奨励賞 近藤 一汀 総社市 Ⅰ・Ⅱ期

５１５８ 奨励賞 齊藤 桂舟 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５８８７ 奨励賞 佐竹 昭鴒 新見市 Ⅰ・Ⅱ期

５８２６ 奨励賞 佐藤 雅峰 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

５８９０ 奨励賞 杉本 昭蘭 新見市 Ⅰ・Ⅱ期

５３４１ 奨励賞 濟川 青漣 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

５４５９ 奨励賞 恒次 鶴城 和気町 Ⅰ・Ⅱ期

５６７８ 奨励賞 同前 喜八郎 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５２２７ 奨励賞 羽根地 雄峰 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５５６６ 奨励賞 速水 晶子 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５２３７ 奨励賞 福意 照峰 新見市 Ⅰ・Ⅱ期

５４４９ 奨励賞 藤谷 和子 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５８０８ 奨励賞 前川 景雪 笠岡市 Ⅰ・Ⅱ期

５３５８ 奨励賞 松永 枝翆 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

５３９２ 奨励賞 三河 嵐雪 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

５３４０ 奨励賞 三津 瑞琴 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

５４６２ 奨励賞 三宅 佳峰 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

５４３２ 奨励賞 三宅 粲燁 瀬戸内市 Ⅰ・Ⅱ期

５０１５ 奨励賞 森 雪景 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期
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５１１１ 奨励賞 山元 美翔 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５１３５ 奨励賞 湯浅 和苑 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５７９６ 奨励賞 横山 紫楊 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

５１８６ 入選 青木 捷悟 瀬戸内市 Ⅰ期

５１６１ 入選 赤木 律子 倉敷市 Ⅰ期

５８１７ 入選 赤澤 紫香 倉敷市 Ⅱ期

５４００ 入選 赤澤 美泉 玉野市 Ⅱ期

５３７１ 入選 明石 龍聖 倉敷市 Ⅱ期

５７５８ 入選 穐田 静園 倉敷市 Ⅱ期

５２４７ 入選 穐山 汀花 岡山市 Ⅰ期

５６７１ 入選 淺田 青穂 倉敷市 Ⅱ期

５３２９ 入選 浅野 裕華 岡山市 Ⅰ期

５６４９ 入選 芦田 天城 奈義町 Ⅱ期

５６８８ 入選 阿部 秋華 倉敷市 Ⅱ期

５６４７ 入選 安部 津華 岡山市 Ⅱ期

５７７４ 入選 阿部 翆秀 岡山市 Ⅱ期

５６９１ 入選 阿部 桃川 岡山市 Ⅱ期

５６７５ 入選 荒木 光彩 浅口市 Ⅱ期

５５７５ 入選 有信 柏翠 倉敷市 Ⅱ期

５６４１ 入選 安東 篁扇 奈義町 Ⅱ期

５４６４ 入選 安藤 路芳 倉敷市 Ⅱ期

５６７２ 入選 井久保 紫舟 岡山市 Ⅱ期

５５８９ 入選 池田 賢英 鏡野町 Ⅱ期

５１８２ 入選 池田 泰峰 岡山市 Ⅰ期

５５５５ 入選 石井 杏葉 玉野市 Ⅱ期

５３７８ 入選 石井 玉穂 倉敷市 Ⅱ期

５６８２ 入選 石井 聖川 倉敷市 Ⅱ期

５５７０ 入選 石井 抱月 玉野市 Ⅱ期

５４９１ 入選 石井 芳蘭 倉敷市 Ⅱ期

５２４９ 入選 石川 幸子 津山市 Ⅰ期

５５９６ 入選 石﨑 玲奈 瀬戸内市 Ⅱ期

５８９１ 入選 石富 綵雲 新見市 Ⅱ期

５９１８ 入選 石野 華祥 岡山市 Ⅱ期

５００８ 入選 石原 秀玉 岡山市 Ⅰ期

５６０２ 入選 石原 璃奈 岡山市 Ⅱ期

５６９２ 入選 磯田 季歩 里庄町 Ⅱ期

５８７５ 入選 板谷 珀弥 倉敷市 Ⅱ期

５４２５ 入選 板野 崧峰 瀬戸内市 Ⅱ期

５５９５ 入選 板野 裕里香 瀬戸内市 Ⅱ期

５５４１ 入選 伊丹 香竹 倉敷市 Ⅱ期

５１４７ 入選 市川 昇龍 岡山市 Ⅰ期

５１６４ 入選 市川 翠苑 岡山市 Ⅰ期

５６２０ 入選 市村 天堂 倉敷市 Ⅱ期
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５９０９ 入選 出射 桂翠 瀬戸内市 Ⅱ期

５１３２ 入選 犬飼 杏華 岡山市 Ⅰ期

５４８０ 入選 犬塚 惠香 倉敷市 Ⅱ期

５８８５ 入選 猪 菖風 新見市 Ⅱ期

５５５４ 入選 今井 節楓 岡山市 Ⅱ期

５１２１ 入選 今田 朋泉 倉敷市 Ⅰ期

５３３９ 入選 井本 岑遠 岡山市 Ⅰ期

５７７８ 入選 入江 峯雲 岡山市 Ⅱ期

５０１２ 入選 岩谷 寿峰 玉野市 Ⅰ期

５０７３ 入選 岩藤 舞奈 岡山市 Ⅰ期

５１１９ 入選 植田 瑞園 玉野市 Ⅰ期

５３７９ 入選 上田 弘史 備前市 Ⅱ期

５１６２ 入選 上松 春汀 倉敷市 Ⅰ期

５９０７ 入選 内田 圭香 瀬戸内市 Ⅱ期

５６２３ 入選 内田 清扇 岡山市 Ⅱ期

５２４４ 入選 内田 梨風 津山市 Ⅰ期

５３３１ 入選 右手 雪花 岡山市 Ⅰ期

５４８２ 入選 浦部 圭穂 岡山市 Ⅱ期

５４４６ 入選 瓜田 祐子 岡山市 Ⅱ期

５５６０ 入選 江頭 柳香 岡山市 Ⅱ期

５０２０ 入選 枝村 香峰 岡山市 Ⅰ期

５０８２ 入選 惠守 佳子 岡山市 Ⅰ期

５５４８ 入選 大賀 彩静 倉敷市 Ⅱ期

５１８７ 入選 大河 秀啓 岡山市 Ⅰ期

５４７５ 入選 大島 学舟 倉敷市 Ⅱ期

５５４９ 入選 大嶋 麗峯 玉野市 Ⅱ期

５４２７ 入選 大角 春陽 総社市 Ⅱ期

５４８７ 入選 大谷 香華 倉敷市 Ⅱ期

５００４ 入選 大重 篁泉 瀬戸内市 Ⅰ期

５６８１ 入選 大西 輝菖 倉敷市 Ⅱ期

５６７７ 入選 大西 紫玉 倉敷市 Ⅱ期

５５１１ 入選 大野 華舟 倉敷市 Ⅱ期

５０１０ 入選 大野 志峰 岡山市 Ⅰ期

５５１４ 入選 大野 清玉 倉敷市 Ⅱ期

５３９７ 入選 大野 梅恵 玉野市 Ⅱ期

５２４０ 入選 大野 昌子 岡山市 Ⅰ期

５２６３ 入選 大野 真弓 岡山市 Ⅰ期

５８４２ 入選 大野 莉沙 倉敷市 Ⅱ期

５０４３ 入選 大藤 松風 岡山市 Ⅰ期

５８４９ 入選 大森 美穂 倉敷市 Ⅱ期

５４２６ 入選 岡 静秋 新見市 Ⅱ期

５５３１ 入選 岡田 佳扇 笠岡市 Ⅱ期

５５０７ 入選 岡田 加風 倉敷市 Ⅱ期
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５０１４ 入選 岡村 篁寿 岡山市 Ⅰ期

５８６９ 入選 小川 清仙 新見市 Ⅱ期

５７５２ 入選 小川 春恵 新見市 Ⅱ期

５８８４ 入選 沖田 真月 新見市 Ⅱ期

５８０９ 入選 奥薗 凜雪 笠岡市 Ⅱ期

５１５７ 入選 奥田 祥仙 岡山市 Ⅰ期

５４７９ 入選 奥田 静泉 総社市 Ⅱ期

５２３０ 入選 奥山 香泉 岡山市 Ⅰ期

５０１６ 入選 奥山 秀華 瀬戸内市 Ⅰ期

５２２４ 入選 奥山 千晴 岡山市 Ⅰ期

５２２９ 入選 小野 桜香 岡山市 Ⅰ期

５２０９ 入選 小野 杏亭 倉敷市 Ⅰ期

５４７６ 入選 小野 恵翠 玉野市 Ⅱ期

５７５４ 入選 小野 江月 倉敷市 Ⅱ期

５７４８ 入選 小野 秋月 倉敷市 Ⅱ期

５６３２ 入選 小野 春山 岡山市 Ⅱ期

５３１５ 入選 柿本 和煌 岡山市 Ⅰ期

５３１０ 入選 賀儀山 島舟 玉野市 Ⅰ期

５８１８ 入選 片岡 輝抱 倉敷市 Ⅱ期

５２５７ 入選 片山 淳子 岡山市 Ⅰ期

５１９０ 入選 片山 京子 岡山市 Ⅰ期

５２６５ 入選 片山 寿篁 岡山市 Ⅰ期

５３８２ 入選 片山 春水 岡山市 Ⅱ期

５２５９ 入選 片山 司 岡山市 Ⅰ期

５６０７ 入選 片山 映子 岡山市 Ⅱ期

５２３９ 入選 片山 治美 岡山市 Ⅰ期

５２１１ 入選 片山 理恵 岡山市 Ⅰ期

５４３４ 入選 金井 瑞香 井原市 Ⅱ期

５６４６ 入選 金山 真悦 笠岡市 Ⅱ期

５９２９ 入選 金崎 隼也 美咲町 Ⅱ期

５９３１ 入選 金崎 青蓮 美咲町 Ⅱ期

５７６０ 入選 嘉原 橙華 倉敷市 Ⅱ期

５５４６ 入選 河合 静海 倉敷市 Ⅱ期

５３１１ 入選 河合 青扇 岡山市 Ⅰ期

５６４０ 入選 川上 笙月 岡山市 Ⅱ期

５８１５ 入選 川上 晴渓 倉敷市 Ⅱ期

５８２７ 入選 川島 邑雪 笠岡市 Ⅱ期

５２５８ 入選 河田 麻実 岡山市 Ⅰ期

５３２０ 入選 川谷 青拙 岡山市 Ⅰ期

５２０８ 入選 川月 清峰 総社市 Ⅰ期

５４１０ 入選 神原 桂石 玉野市 Ⅱ期

５００９ 入選 木内 秀泉 岡山市 Ⅰ期

５２６１ 入選 木内 雄峰 岡山市 Ⅰ期
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５９０５ 入選 岸野 清風 瀬戸内市 Ⅱ期

５２５４ 入選 岸本 慎平 勝央町 Ⅰ期

５６５７ 入選 岸本 美芳 玉野市 Ⅱ期

５４５０ 入選 北井 直子 岡山市 Ⅱ期

５３２６ 入選 吉川 岑華 岡山市 Ⅰ期

５３６７ 入選 木梨 美翆 奈義町 Ⅱ期

５０５４ 入選 奇峰 知恵美 赤磐市 Ⅰ期

５１１５ 入選 木村 寿園 岡山市 Ⅰ期

５３８３ 入選 木村 珠玉 岡山市 Ⅱ期

５９１０ 入選 木村 松風 瀬戸内市 Ⅱ期

５５４４ 入選 木村 智祥 倉敷市 Ⅱ期

５３８５ 入選 木村 美智留 岡山市 Ⅱ期

５９０８ 入選 京深 美翆 岡山市 Ⅱ期

５７７１ 入選 草加 香橙 備前市 Ⅱ期

５８４３ 入選 草野 有香 岡山市 Ⅱ期

５１９７ 入選 國只 美千子 岡山市 Ⅰ期

５７９７ 入選 久保 里美 倉敷市 Ⅱ期

５６７４ 入選 久保 蒼月 倉敷市 Ⅱ期

５８３０ 入選 栗原 桂雪 倉敷市 Ⅱ期

５３８６ 入選 栗山 牧風 岡山市 Ⅱ期

５６５４ 入選 黒田 千鶴 岡山市 Ⅱ期

５６４８ 入選 桑元 心華 倉敷市 Ⅱ期

５７９０ 入選 甲村 希翠 倉敷市 Ⅱ期

５６３７ 入選 小坂 参華 岡山市 Ⅱ期

５５２３ 入選 兒玉 和大 岡山市 Ⅱ期

５６５８ 入選 後藤 美風 倉敷市 Ⅱ期

５８５０ 入選 小林 恵峰 倉敷市 Ⅱ期

５５７４ 入選 小林 史枝 岡山市 Ⅱ期

５５６９ 入選 小原 和久 倉敷市 Ⅱ期

５０５１ 入選 小宮山 尚子 赤磐市 Ⅰ期

５２８０ 入選 近土 清玉 玉野市 Ⅰ期

５５６７ 入選 近藤 清美 岡山市 Ⅱ期

５９１９ 入選 近藤 玲翠 岡山市 Ⅱ期

５５７３ 入選 金藤 和光 備前市 Ⅱ期

５３２１ 入選 齋藤 智泉 笠岡市 Ⅰ期

５０１８ 入選 坂根 玉峯 岡山市 Ⅰ期

５８１３ 入選 坂本 春雪 笠岡市 Ⅱ期

５５７１ 入選 坂本 久子 岡山市 Ⅱ期

５７５９ 入選 坂本 涼風 倉敷市 Ⅱ期

５５６４ 入選 櫻田 真彩 岡山市 Ⅱ期

５５７９ 入選 佐古 華燿 鏡野町 Ⅱ期

５８７３ 入選 定金 明泉 浅口市 Ⅱ期

５６９４ 入選 佐藤 玉耀 岡山市 Ⅱ期
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５７７３ 入選 佐藤 奎山 岡山市 Ⅱ期

５８２３ 入選 佐藤 恵泉 倉敷市 Ⅱ期

５６３１ 入選 佐藤 穂扇 岡山市 Ⅱ期

５１２０ 入選 佐藤 千堂 岡山市 Ⅰ期

５４７７ 入選 佐藤 成美 倉敷市 Ⅱ期

５４４５ 入選 佐藤 博美 岡山市 Ⅱ期

５６４２ 入選 佐藤 龍山 岡山市 Ⅱ期

５５５３ 入選 実井 松園 玉野市 Ⅱ期

５０１７ 入選 澤田 恭子 倉敷市 Ⅰ期

５１５９ 入選 塩飽 千尋 岡山市 Ⅰ期

５０９３ 入選 重田 玲舟 岡山市 Ⅰ期

５１４９ 入選 柴崎 政光 総社市 Ⅰ期

５５８７ 入選 下山 資山 津山市 Ⅱ期

５８０２ 入選 少路 星翠 倉敷市 Ⅱ期

５２５３ 入選 白髭 響山 岡山市 Ⅰ期

５０４９ 入選 須江 香蘭 津山市 Ⅰ期

５６３８ 入選 杉 玲峰 岡山市 Ⅱ期

５６３０ 入選 杉田 義舟 岡山市 Ⅱ期

５２０５ 入選 杉原 桃華 岡山市 Ⅰ期

５２０１ 入選 杉本 京峰 岡山市 Ⅰ期

５０６９ 入選 杉本 彗太 岡山市 Ⅰ期

５５２６ 入選 杉山 美南 岡山市 Ⅱ期

５４９０ 入選 鈴木 華雪 岡山市 Ⅱ期

５１３９ 入選 鈴木 小雲 岡山市 Ⅰ期

５３７２ 入選 鈴木 陽春 奈義町 Ⅱ期

５５２４ 入選 須浪 成覧 岡山市 Ⅱ期

５３１２ 入選 濟川 紫香 倉敷市 Ⅰ期

５１９４ 入選 住田 香織 岡山市 Ⅰ期

５８１４ 入選 隅田 松風 倉敷市 Ⅱ期

５２０４ 入選 住田 敏博 岡山市 Ⅰ期

５５２９ 入選 陶山 花京 高梁市 Ⅱ期

５６５１ 入選 瀬尾 幸扇 倉敷市 Ⅱ期

５７６５ 入選 瀬口 藍空 倉敷市 Ⅱ期

５４６８ 入選 千田 春月 倉敷市 Ⅱ期

５５１３ 入選 傍田 翠渓 倉敷市 Ⅱ期

５４３６ 入選 田枝 梢風 新見市 Ⅱ期

５３５３ 入選 髙尾 圭遊 倉敷市 Ⅰ期

５３３７ 入選 髙尾 春華 倉敷市 Ⅰ期

５６２５ 入選 髙越 霞邨 倉敷市 Ⅱ期

５６２７ 入選 髙﨑 恵風 浅口市 Ⅱ期

５１１７ 入選 髙務 無童 玉野市 Ⅰ期

５４２１ 入選 高橋 澄流 笠岡市 Ⅱ期

５０７０ 入選 高橋 聖 岡山市 Ⅰ期
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５５８１ 入選 髙橋 美麗 津山市 Ⅱ期

５１９５ 入選 髙原 萌子 岡山市 Ⅰ期

５９１６ 入選 瀧川 圭華 備前市 Ⅱ期

５３３６ 入選 田口 祥華 美咲町 Ⅰ期

５６４３ 入選 武 彩華 総社市 Ⅱ期

５１８１ 入選 武島 翠雨 岡山市 Ⅰ期

５３６８ 入選 武南 春芳 倉敷市 Ⅱ期

５１８８ 入選 武村 祥玉 真庭市 Ⅰ期

５７７７ 入選 武本 桃華 岡山市 Ⅱ期

５７６３ 入選 立花 香華 玉野市 Ⅱ期

５００６ 入選 田中 秀花 岡山市 Ⅰ期

５１９８ 入選 田中 蒼琴 倉敷市 Ⅰ期

５４９３ 入選 田中 美翆 倉敷市 Ⅱ期

５２６２ 入選 田中 由紀子 岡山市 Ⅰ期

５２６０ 入選 田中 由里子 岡山市 Ⅰ期

５２２３ 入選 田中 理恵 岡山市 Ⅰ期

５８７９ 入選 田辺 翠玉 倉敷市 Ⅱ期

５６２９ 入選 谷口 佳風 津山市 Ⅱ期

５４３０ 入選 谷本 紅楓 新見市 Ⅱ期

５５４２ 入選 谷本 芳苑 岡山市 Ⅱ期

５８２５ 入選 田野 千恵 倉敷市 Ⅱ期

５１８９ 入選 田淵 康弘 瀬戸内市 Ⅰ期

５０４５ 入選 玉木 芳翠 美咲町 Ⅰ期

５５５８ 入選 玉櫛 清香 岡山市 Ⅱ期

５６１８ 入選 玉光 雅翆 倉敷市 Ⅱ期

５８００ 入選 多和 麗 倉敷市 Ⅱ期

５８５４ 入選 多和 真優 倉敷市 Ⅱ期

５３９６ 入選 千原 溪水 岡山市 Ⅱ期

５７４１ 入選 津川 静邨 倉敷市 Ⅱ期

５４８４ 入選 柘野 聖柳 倉敷市 Ⅱ期

５５１０ 入選 常久 和峰 倉敷市 Ⅱ期

５８２４ 入選 鶴田 翔雪 笠岡市 Ⅱ期

５３９４ 入選 寺田 光月 岡山市 Ⅱ期

５１００ 入選 寺田 晃雪 岡山市 Ⅰ期

５３８９ 入選 道仙 幽風 赤磐市 Ⅱ期

５４０２ 入選 時枝 喜苑 玉野市 Ⅱ期

５８５１ 入選 徳田 竹扇 倉敷市 Ⅱ期

５３９５ 入選 土手 窓陽 岡山市 Ⅱ期

５１０５ 入選 冨谷 紅心 岡山市 Ⅰ期

５７９１ 入選 富山 蓮翠 倉敷市 Ⅱ期

５９２０ 入選 友村 恵祥 岡山市 Ⅱ期

５４０５ 入選 豊川 紫香 岡山市 Ⅱ期

５００７ 入選 豊嶋 直美 岡山市 Ⅰ期
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５０９９ 入選 豊田 芳泉 真庭市 Ⅰ期

５５９７ 入選 鳥越 雅風 岡山市 Ⅱ期

５６１３ 入選 鳥山 静蓮 倉敷市 Ⅱ期

５２２２ 入選 中井 由夏 岡山市 Ⅰ期

５２２８ 入選 中井 由香里 岡山市 Ⅰ期

５６５２ 入選 中尾 美龍 倉敷市 Ⅱ期

５５３０ 入選 中川 晴州 倉敷市 Ⅱ期

５７４２ 入選 中桐 翠泉 倉敷市 Ⅱ期

５７５０ 入選 中澤 載光 新見市 Ⅱ期

５６２２ 入選 永田 千苑 奈義町 Ⅱ期

５５２１ 入選 中田 智優 岡山市 Ⅱ期

５８１９ 入選 中藤 秀峰 倉敷市 Ⅱ期

５４０８ 入選 中野 桂芳 岡山市 Ⅱ期

５７８９ 入選 仲野 夢香 倉敷市 Ⅱ期

５６３９ 入選 永幡 錦泉 奈義町 Ⅱ期

５１６０ 入選 中山 景春 岡山市 Ⅰ期

５８２１ 入選 中山 春水 倉敷市 Ⅱ期

５５２８ 入選 柳楽 宗伴 岡山市 Ⅱ期

５７６４ 入選 難波 彩花 倉敷市 Ⅱ期

５８５２ 入選 難波 彩苑 倉敷市 Ⅱ期

５３９０ 入選 南部 愛 倉敷市 Ⅱ期

５１５６ 入選 仁井田 玉翠 岡山市 Ⅰ期

５５２０ 入選 西 晃樟 総社市 Ⅱ期

５４７０ 入選 西岡 艸真 倉敷市 Ⅱ期

５５３５ 入選 西村 京花 岡山市 Ⅱ期

５０３７ 入選 西山 秋豊 美作市 Ⅰ期

５８８６ 入選 新田 圭咲 新見市 Ⅱ期

５２５０ 入選 蜷川 清蘭 岡山市 Ⅰ期

５４７１ 入選 貫名 桂峰 倉敷市 Ⅱ期

５６３３ 入選 沼本 之謙 岡山市 Ⅱ期

５５５９ 入選 野﨑 玉真 瀬戸内市 Ⅱ期

５０７２ 入選 乗本 薇山 新見市 Ⅰ期

５６１７ 入選 橋本 花遠 玉野市 Ⅱ期

５１６３ 入選 橋本 渓舟 新見市 Ⅰ期

５０４２ 入選 橋本 小琴 岡山市 Ⅰ期

５７６６ 入選 橋本 翠雲 岡山市 Ⅱ期

５８７４ 入選 橋本 青華 新見市 Ⅱ期

５６６８ 入選 服部 美香 倉敷市 Ⅱ期

５１７７ 入選 花岡 恵舟 岡山市 Ⅰ期

５０２３ 入選 花田 玉城 浅口市 Ⅰ期

５３２３ 入選 濱口 一岳 倉敷市 Ⅰ期

５６１４ 入選 林 佳泉 井原市 Ⅱ期

５２５１ 入選 林 翠月 津山市 Ⅰ期

Page 9



５５４５ 入選 林 智水 岡山市 Ⅱ期

５１０２ 入選 林 初葉 岡山市 Ⅰ期

５２７８ 入選 林 靖弘 岡山市 Ⅰ期

５１４８ 入選 林田 房子 美咲町 Ⅰ期

５４６７ 入選 原 博峰 倉敷市 Ⅱ期

５７７０ 入選 原田 耿泉 瀬戸内市 Ⅱ期

５７９４ 入選 原田 早月 井原市 Ⅱ期

５０６５ 入選 原野 麗翠 倉敷市 Ⅰ期

５７６９ 入選 春名 伯峰 美作市 Ⅱ期

５５３２ 入選 東 白蓮 岡山市 Ⅱ期

５５５１ 入選 樋口 恵泉 岡山市 Ⅱ期

５８１１ 入選 久田 映華 倉敷市 Ⅱ期

５１７６ 入選 久常 大軒 岡山市 Ⅰ期

５６２１ 入選 平井 皓玉 津山市 Ⅱ期

５５７２ 入選 平井 竹沙 備前市 Ⅱ期

５９２８ 入選 平賀 樹雪 笠岡市 Ⅱ期

５７７９ 入選 平田 佳風 吉備中央町 Ⅱ期

５１７５ 入選 平田 恵芳 岡山市 Ⅰ期

５３６５ 入選 平谷 雪遥 倉敷市 Ⅱ期

５８４６ 入選 平松 雲龍 倉敷市 Ⅱ期

５８１６ 入選 平山 薫楓 倉敷市 Ⅱ期

５８４４ 入選 平山 美穂 倉敷市 Ⅱ期

５４８３ 入選 吹本 志葉 倉敷市 Ⅱ期

５２７９ 入選 福圓 玉舟 玉野市 Ⅰ期

５７５３ 入選 福水 信子 新見市 Ⅱ期

５６１９ 入選 福永 葵苑 倉敷市 Ⅱ期

５６３５ 入選 福永 美苑 岡山市 Ⅱ期

５９０６ 入選 福間 美芳 瀬戸内市 Ⅱ期

５４２４ 入選 藤井 〓秀     ※尭に羽 笠岡市 Ⅱ期

５４１８ 入選 藤井 圭子 井原市 Ⅱ期

５０９２ 入選 藤井 啓春 倉敷市 Ⅰ期

５８２９ 入選 藤井 桂亭 倉敷市 Ⅱ期

５４２２ 入選 藤井 惺旺 総社市 Ⅱ期

５１２４ 入選 藤井 清華 岡山市 Ⅰ期

５４３１ 入選 藤井 青山 新見市 Ⅱ期

５８８９ 入選 藤岡 秋月 新見市 Ⅱ期

５１６５ 入選 藤岡 廣己 新見市 Ⅰ期

５７５１ 入選 藤澤 佳鶴 新見市 Ⅱ期

５６９３ 入選 藤澤 桃月 岡山市 Ⅱ期

５３２７ 入選 藤澤 遊華 浅口市 Ⅰ期

５２０６ 入選 藤田 美泉 岡山市 Ⅰ期

５３４５ 入選 伏見 遊花 岡山市 Ⅰ期

５２３４ 入選 藤森 千代子 新見市 Ⅰ期
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５５３３ 入選 藤原 慧霞 和気町 Ⅱ期

５１５０ 入選 藤原 翠月 岡山市 Ⅰ期

５３７６ 入選 藤原 聡之 岡山市 Ⅱ期

５０２１ 入選 藤原 大樹 岡山市 Ⅰ期

５４８９ 入選 藤原 利苑 倉敷市 Ⅱ期

５７９９ 入選 船戸 月舞 倉敷市 Ⅱ期

５３６６ 入選 船曵 より子 倉敷市 Ⅱ期

５０８３ 入選 逸見 渓石 新見市 Ⅰ期

５６５０ 入選 保崎 一心 岡山市 Ⅱ期

５４６５ 入選 星島 弘雪 岡山市 Ⅱ期

５７６１ 入選 星島 朗泉 倉敷市 Ⅱ期

５７４４ 入選 星野 富月 倉敷市 Ⅱ期

５４１６ 入選 本地 章山 倉敷市 Ⅱ期

５７４３ 入選 本地 清水 倉敷市 Ⅱ期

５５１２ 入選 前田 花峰 倉敷市 Ⅱ期

５５２２ 入選 前田 文華 岡山市 Ⅱ期

５５９９ 入選 前田 和葉 岡山市 Ⅱ期

５３１４ 入選 前原 秋厳 岡山市 Ⅰ期

５３３４ 入選 前原 遊美 岡山市 Ⅰ期

５３３２ 入選 槙野 天来 倉敷市 Ⅰ期

５６１２ 入選 松井 佳子 岡山市 Ⅱ期

５１９１ 入選 松浦 裕美 津山市 Ⅰ期

５４８８ 入選 松浦 麗水 里庄町 Ⅱ期

５７５７ 入選 松尾 香玉 倉敷市 Ⅱ期

５６８９ 入選 松重 京扇 岡山市 Ⅱ期

５０６６ 入選 松下 梅心 岡山市 Ⅰ期

５０９７ 入選 松下 龍山 津山市 Ⅰ期

５２３１ 入選 松本 明碩 岡山市 Ⅰ期

５１１２ 入選 松本 弥生 岡山市 Ⅰ期

５６８０ 入選 丸山 如月 倉敷市 Ⅱ期

５００５ 入選 万代 順子 岡山市 Ⅰ期

５０１１ 入選 三垣 凜虹 岡山市 Ⅰ期

５６３６ 入選 三木 遊慧 倉敷市 Ⅱ期

５６１６ 入選 光畑 晃汀 倉敷市 Ⅱ期

５３２８ 入選 皆木 渓水 奈義町 Ⅰ期

５６２６ 入選 見村 麗月 浅口市 Ⅱ期

５３７４ 入選 三宅 恵音 岡山市 Ⅱ期

５８２０ 入選 三宅 香景 倉敷市 Ⅱ期

５６８７ 入選 三宅 紅月 倉敷市 Ⅱ期

５５９４ 入選 三宅 志歩 瀬戸内市 Ⅱ期

５８２２ 入選 三宅 松月 倉敷市 Ⅱ期

５４７４ 入選 三宅 真玉 倉敷市 Ⅱ期

５３５０ 入選 三宅 望葉 岡山市 Ⅰ期
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５３９３ 入選 宮原 紫水 真庭市 Ⅱ期

５８０１ 入選 宮原 〓汀 倉敷市 Ⅱ期

５５０８ 入選 宮原 蒼翠 倉敷市 Ⅱ期

５４８６ 入選 三好 蒼苑 岡山市 Ⅱ期

５７６７ 入選 村岡 翠香 岡山市 Ⅱ期

５６１５ 入選 村上 紫煌 倉敷市 Ⅱ期

５４５１ 入選 村上 春渓 倉敷市 Ⅱ期

５３４７ 入選 村田 清苑 岡山市 Ⅰ期

５７５６ 入選 物部 岳風 倉敷市 Ⅱ期

５６５６ 入選 森 慶舟 瀬戸内市 Ⅱ期

５３３０ 入選 森 清遊 岡山市 Ⅰ期

５６０３ 入選 森 実咲 津山市 Ⅱ期

５５８４ 入選 森江 俊齋 鏡野町 Ⅱ期

５５６１ 入選 森影 順子 岡山市 Ⅱ期

５３２５ 入選 森田 光遊 奈義町 Ⅰ期

５６５３ 入選 森田 晴風 岡山市 Ⅱ期

５３６９ 入選 森藤 紫泉 奈義町 Ⅱ期

５３３８ 入選 森藤 桃扇 玉野市 Ⅰ期

５３１６ 入選 森本 暢月 倉敷市 Ⅰ期

５６２４ 入選 守屋 杲風 倉敷市 Ⅱ期

５３３３ 入選 森安 美春 奈義町 Ⅰ期

５６４４ 入選 森山 雅峯 津山市 Ⅱ期

５７４５ 入選 森山 彩華 笠岡市 Ⅱ期

５６５５ 入選 森山 尚山 岡山市 Ⅱ期

５１５２ 入選 守脇 城山 新見市 Ⅰ期

５９３２ 入選 安田 甲南 津山市 Ⅱ期

５６８５ 入選 安田 窓月 倉敷市 Ⅱ期

５５６３ 入選 安宗 渓水 岡山市 Ⅱ期

５１８４ 入選 安本 誠治 岡山市 Ⅰ期

５５２７ 入選 八塚 雅峰 赤磐市 Ⅱ期

５８７１ 入選 矢吹 草 倉敷市 Ⅱ期

５０４０ 入選 山口 幽芳 美咲町 Ⅰ期

５５９２ 入選 山﨑 嘉恵 鏡野町 Ⅱ期

５１４０ 入選 山崎 柏苑 岡山市 Ⅰ期

５５９１ 入選 山下 景光 津山市 Ⅱ期

５８１２ 入選 山下 星雪 笠岡市 Ⅱ期

５４２０ 入選 山下 涌泉 笠岡市 Ⅱ期

５６６９ 入選 山田 恵仙 倉敷市 Ⅱ期

５５４３ 入選 山田 香園 岡山市 Ⅱ期

５１１４ 入選 山田 香石 岡山市 Ⅰ期

５６４５ 入選 山田 美煌 倉敷市 Ⅱ期

５３２４ 入選 山田 美麗 岡山市 Ⅰ期

５３６０ 入選 山根 祥山 玉野市 Ⅱ期
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５３５４ 入選 山之内 麗華 岡山市 Ⅱ期

５４８１ 入選 山本 惠葉 倉敷市 Ⅱ期

５３２２ 入選 山本 聖華 倉敷市 Ⅰ期

５３５９ 入選 山本 呑舟 岡山市 Ⅱ期

５０７７ 入選 山本 眞結子 岡山市 Ⅰ期

５３１９ 入選 山本 麗茶 笠岡市 Ⅰ期

５５０６ 入選 行正 春草 和気町 Ⅱ期

５６７９ 入選 柚木 南香 倉敷市 Ⅱ期

５０８７ 入選 横田 明子 岡山市 Ⅰ期

５０８９ 入選 横田 花仙 岡山市 Ⅰ期

５０７６ 入選 横田 久幸 岡山市 Ⅰ期

５０７８ 入選 横田 龍仙 岡山市 Ⅰ期

５９１４ 入選 横溝 泰子 倉敷市 Ⅱ期

５１１３ 入選 横山 桂窓 玉野市 Ⅰ期

５６３４ 入選 吉井 明凜 岡山市 Ⅱ期

５３６３ 入選 吉尾 鶴川 倉敷市 Ⅱ期

５５６８ 入選 吉岡 優 岡山市 Ⅱ期

５１４６ 入選 吉田 紅花 岡山市 Ⅰ期

５１４２ 入選 吉田 春洸 岡山市 Ⅰ期

５０１９ 入選 吉永 静香 岡山市 Ⅰ期

５４８５ 入選 若林 泰石 岡山市 Ⅱ期

５２０７ 入選 和気 伊津子 岡山市 Ⅰ期

５５３４ 入選 渡邉 海響 里庄町 Ⅱ期

５８７２ 入選 渡辺 鶴仙 新見市 Ⅱ期

５４２８ 入選 渡辺 紅愁 総社市 Ⅱ期

５８７８ 入選 渡辺 秀仙 岡山市 Ⅱ期

５８７０ 入選 渡辺 翠仙 新見市 Ⅱ期

５４４８ 入選 渡辺 清泉 倉敷市 Ⅱ期

５２１２ 入選 渡辺 佳子 岡山市 Ⅰ期
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